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□国際会長標語   ：「全ての世界に出て行こう」 Go Ye Into All The World 

□アジア会長標語  ：「未来を始めよう、今すぐに」  Start Future Now   

□西日本区会長標語：「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」   

              Attend club meetings with a clear motive to make the most of them. 

□九州部長標語   ：「さらなる 九州部の飛躍に向かって再挑戦 しよう」 

☆☆☆☆みなみクラブ会長標語：みなみクラブ会長標語：みなみクラブ会長標語：みなみクラブ会長標語： For  For  For  For ｍｍｍｍe e e e ＆＆＆＆For  othersFor  othersFor  othersFor  others の心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をする    

                                                                                                                                                

                                ＜９月例会プログラム＞＜９月例会プログラム＞＜９月例会プログラム＞＜９月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ９月１７日（火）19：00～21：00 

  ◇会場 ホテル日航    

  ◇司会 内村 ys 

１．開会宣言・点鐘                木佐貫会長 

２．ワイズソング「いざたて」          全  員 

３．会長挨拶                  木佐貫会長 

４．ゲスト＆ビジター紹介 

５．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー          

６．活動報告・諸報告  

７．食前感謝                 桑原 ｙｓ          

８．卓話 

熊本学園大学水俣学研究センター 客員研究員 

牧口敏孝 様 

「水俣病は終わらない」 

９．なごりはつきねど            全  員 

10．.閉会点鐘                木佐貫会長 

         

 ＜９月の誕生日＞ 

          今井ｙｓ、寺田ｍｔ 

        ＜９月の結婚記念日＞ 

           麻生ｙｓ、ｍｔ 

 

 

（今月の聖句） 

中村邦雄 

 

「このように、悔い改める一人の罪人については、悔い

改める必要のない九十九人の正しい人についてよりも

大きな喜びが天にある。」                   

 

ルカによる福音書１５章７節 

この一節は聖書に登場するイエスの例え話の中でも

よく知られた九十九匹の羊の話で、イスラエルの地で生

活する羊飼いにとって１匹の羊が群れから放れて迷子

になることがいかに大変なことかを例に挙げて、天国に

あっては多数決の原理ではなく、一人一人がいかに大

切な存在であるかを示しています。 

私たちにはどうしてもいろいろな誘惑に負けそうになり

ますが、この世的にはたとえどんなに小さなことでも正し

いことを実行すれば、神の国ではそれは正しく評価され

るのです。ワイズメンズクラブの働きもそんなことの一つ

なのではないでしょうか。 

 

☆☆☆☆    みなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレス＜＜＜＜http:// minamihttp:// minamihttp:// minamihttp:// minami----yyyyｓｓｓｓ.info.info.info.info＞＞＞＞    

  

□第一例会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホテル日航熊本     ／１９：００～２１：００ 

 □第二例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 みなみ YMCA など／１９：２０～２１：００ 

   □事務局：みなみＹＭＣＡ内／〒862-0962 熊本市南区田迎 5-12-50／Tel.096-378-9370  

Affilated with the international assosiation of  

    2012 年度みなみクラブ役員委員一覧 

◇会    長  木佐貫浩一 

◇副 会 長   寺田節子･池澤誠 

◇書    記  村上博・桑原純一郎 

◇会    計  川口圭子・小水流雅代 

◇直前会長   桑原純一郎 

◇ドライバー   池澤誠・寺田節子・堀隆之ほか 

◇ブリテン広報 後藤慶次・内村忠生・村上博ほか 

◇ファンド     杉野茂人・今井政文・緒方大介ほか 

◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・緒方大介・中村邦雄ほか 

◇地域奉仕    内村忠生・千原浩敬ほか 

Ｙサービス  

◇交   流    中村邦雄･寺田節子・堀隆之ほか 

◇ウエルネス   堀隆之・岡成也･永田雅三 

◇監   査     中村邦雄  

◇メネット会長  木佐貫恵津子 

◇連絡主事    桐原奈緒子 

◇連絡会議担当 木佐貫・寺田・桑原・池澤・堀 

＜8 月例会報告＞ 

在籍会員  ２４名 ビジター ２１名 

出席会員 ２０名 メネット  ３名 

広義会員  なし コメット １０名 

ゲスト   １名 みなみＹ招待０名 

出席率 ８３．３％ 出席者合計 ５４名 

 



会会会会    長長長長    通通通通    信信信信            

１１．ドライバー委員会 

  ・９月例会卓話者：牧口敏孝氏（元 RKK 報道記者 テーマ：

水俣病は終わらない） 

１２．ミャンマー・モガウン訪問（10/10～16） → ・内村ワイズ

の旅費を全額補助（ただし今年のみ） 

  ・今後はスタディーツアーに移行させる目途を立てたい（桐

原連絡主事） 

１３．杉野ファンド委員長報告：りんごジュース完売 → 約 13

万円の収益 

 

 第 1２代会長 木佐貫浩一 

 「For me & For others の心で 

ワイズ活動をする」 

  

 

皆さま、朝晩が少し涼しくなってきましたね。２０２０年夏季

オリンピックが東京に決まり、今後日本もかなり盛り上がって

いくことでしょう。滝川クリステルさんがプレゼンで、「お・も・

て・な・し」と言っていましたが、ワイズの精神の中にもある

“おもてなし”という言葉はとても善き言葉ですね。 

９月８日（日）の熊本みなみＹＭＣＡでのサザンフェスタは、天

気予報では雨マークもありましたが、曇り空であまり暑くな

く、売り上げも昨年よりよかったとのことで何よりでした。僕は

９月７日（土）の玉名での熊本ひがしクラブ１０周年記念例会

に参加し、また、９月９日（月）の熊本地区メネット合同例会で

“体の中からアンチエイジング”について卓話をし、３日間続

けてのワイズ行事参加だったので、少し体が疲れましたが、

満足感が残りました。 

岩国みなみクラブとのＤＢＣに関しては、岩国みなみクラブの

松村会長に電話した際に前向きに検討されるということでし

た。９月２９日（日）の九州部部会にも西日本区高瀬理事や

岩国みなみクラブの方も数名参加されるということなので熊

本みなみクラブからもたくさん参加して“おもてなし”の心で交

流したい考えています。 

 

９月第２例会報告９月第２例会報告９月第２例会報告９月第２例会報告    

書記 村上博 

９月３日（火） みなみ YMCA 

出席：木佐貫 寺田 桑原 村上 川口 池澤 内村 中村 

堀 後藤 杉野 大村  内田 岡 桐原 

１． ８月ファミリービアパーティの反省 

・収支がプラス → 馬券売り上げの全額（31000円）をフ

ァンドへ繰り入れ。 

・収支の対比が分かりやすいフォーマットを復活。 

２． にしクラブ＆ヤングクラブ納涼例会報告 → ・参加者：

桑原、村上、池澤、寺田、銭神、木佐貫 

・高瀬 西日本九理事としっかり交流。 

３． みなみ YMCA 清掃活動報告 → 参加者：会長以下１２

人    ・作業中、雨が降らずよかった。 

４． 熊本ひがしクラブ 10 周年記念例会（９/７）→ ・参加者：

桑原、寺田、木佐貫 

５． 熊本地区メネット合同例会（９/９） → ・参加者：桑原、

中村、寺田、銭神、木佐貫 

６． サザンフェスタ（９/８） → ・参加者：中村ワイズ以下１０

人。 

・販売 → カレー、ホットサンド、焼き鳥、飲み物等の役

割分担打合せ。 

７． 第２回熊本連絡会議（９/１１）→ ・参加者：木佐貫、桑

原、寺田 

８． 第２１回会員スポーツ大会・ボーリング（９/２３）→ 協賛

金１万円、参加費４千円 → 決定 

９． 九州部部会＆第２回評議会（９/２９）→ ・ファンド会計

から参加費を半額補助 → 決定 

・岩国みなみクラブから 10 名参加予定なので同数位の

参加者を募る。     

１０． 岩国みなみクラブとの DBC について 

・DBC 締結へ向けて、会長同士で交流を確認する。→ 

相互に訪問しあって交流する。 

 

 

卓話者、卓話紹介卓話者、卓話紹介卓話者、卓話紹介卓話者、卓話紹介    

牧口敏孝（マキグチ トシタカ） 様 

 昭和 26 年（1951 年）2 月 2 日生まれ 

 

 出身     佐賀県 

 1974 年 3 月  熊本大学法文学部法科卒業 

 1974 年 4 月  RKK（熊本放送）入社 

          人事部、報道部、総務部、秘書部、 

        関連会社（RKK メディアプランニング）出向を経験 

 報道部は、37 年間の在職のうち 23 年間在籍 

 報道部在籍中は、水俣病を担当 

 2011 年 2 月  RKK を定年退職 

 2011 年 11 月 熊本学園大学水俣学研究センター  

客員研究員 

 報道部での取材経験を活かして水俣病の歴史を研究  

 

本日の卓話テーマ 

「水俣病は終わらない」「水俣病は終わらない」「水俣病は終わらない」「水俣病は終わらない」    

１． 自己紹介 

２． 牧口様が作成した 

最高裁判決のドキュメント DVD の上映（10 分） 

３． ４月１６日の最高裁判所の判決とは… 

４． 昨年７月に締め切られた水俣病救済策とは… 

     １８年前の救済策との違いは… 

５． その一方で、原因企業チッソの分社化とは… 

６． 水俣病裁判「胎児性（第二）世代訴訟」とは…  

  ７．  胎児性水俣病患者  

坂本しのぶさんの歌のＤＶＤの上映（５分） 

 

木佐貫浩一 

8 月 25 日朝７時からみなみＹＭＣＡの清掃活動をワイズメンと

ＹＭＣＡ職員の方達としました。 

天気予報では雨が気になりましたが、皆さんの日ごろの行い

が良いために、清掃活動をしている間はたくさんは降らず、

気持ちよく終えることができました。 

清掃がちょうど終わる時に雷が光って、ゴロゴロと音がなり、

あたかも閉会点鐘が鳴った様な感じでした。その後から大雨

が降り始めました。神さまが見守ってくれました。 

これでサザンフェスタを無事に迎えることができます。 

本日の参加者は(敬称略)、中村、堀、杉野、内村、後藤、 

池澤、大村、内田、 

寺田、銭神、桐原、 

木佐貫でした 

（一番のりは銭神 

ワイズでした)。 

参加された皆さま、 

本当にお疲れ様 

でした。 

 

みなみみなみみなみみなみ YMCAYMCAYMCAYMCA 清掃報告清掃報告清掃報告清掃報告    

 



8888 月ビアパーティ例会報告月ビアパーティ例会報告月ビアパーティ例会報告月ビアパーティ例会報告    

熊本熊本熊本熊本地区メネット合同例会報告地区メネット合同例会報告地区メネット合同例会報告地区メネット合同例会報告    

。岩国みなみクラブの高瀬西日本区理事もお祝いに駆けつ

けて、みなみのクラブ紹介では 一緒にＤＢＣをアピールし

ました（写真参照）。  

 終了後は、せっかくの温泉なのに風呂にも入らず、寺田ｙ

ｓとサザンフェスタのカレーのニンニクをスーパーで買って

帰りました。寺田ｙｓは夜遅くまでニンニクを炒めていたそう

です、お疲れさまでした。 

 

 桑原純一郎  

 

 ９月７日に玉名の司ロイヤルホテルで開催されたひがしクラ

ブの１０周年記念例会に、木佐貫会長と寺田副会長の３名で

参加しました。記念式典で は、３名の入会式が行われ、８月

にも４名が入会し、まだ入会予定者がいるそうで、宮﨑会長

はまさに破竹の快進撃です。又、１０年後のを見据えたブドウ

農園 造り等の３つのクラブビジョンを発表されて、拍手喝采

でした。  

 第二部の記念講演では、熊本県郷土史譚研究所所長・堤

克彦氏の「矢嶋四賢婦人～キリスト教との関わり」と題して、

日本で初めて男女共学が行われ た熊本洋学校から同志社

英学校への熊本バンドの歴史の流れの中で、矢嶋家四姉妹

と横井小楠や徳富蘇峰との関わりや、近代日本の女子教育

や婦人解放運動に活 躍していく過程の話をされました。ＹＭ

ＣＡやワイズにも関係が深い話で、「八重の桜」も出てきて面

白かったです。  

 祝宴も大変盛り上がり、１０５名の参加者がありました。長

嶺ファミリーＹＭＣＡが支援する東ティモールへの支援状況

や、益城ルネサンス熊本フッ トボールクラブ（女子サッカーチ

ーム）への支援などが紹介されました 

ひがしクラブひがしクラブひがしクラブひがしクラブ 10101010 周年記念例会報告周年記念例会報告周年記念例会報告周年記念例会報告    

銭神真弓 

みなみクラブは 8 月 20 日火曜日、恒例のビアパーティを行

いました。 

先ず例会の冒頭にて前日にご逝去された、ながみねファミ

リーＹМＣＡの安詮院守哉様へ黙祷を捧げ哀悼の意を表しま

した。 

 今回は例年と趣を変え、「癒しの空間」を演出した市役所 14

階にあるダイニングカフェ「彩」を会場としビジター・他クラブや

ファミリーの皆さん 54 名もの参加があり賑やかな例会となり

ました。熊本城の雄大な全景を間近に望め、また熊本市の夜

景を眺めながら、堀ワイズによるギター演奏や「今はやりのロ

ングブレス早飲み大会」、小金持ちじゃんけんゲームと大い

に賑わい、皆さん酔いしれ楽しい時間を過ごしました。宴の後

の二次会もカラオケで盛り上がり、その後の有志による三次

会。記憶もまばらな中、日付を跨いで解散しました。 

早くも気持ちを切り替え、余韻に浸るまもなく頭の中は次の

クリスマスパーティへ向かっています。皆様、次もご期待下さ

いね。 

鳶國ＥＭＣ事業主任 入佐九州部部長 

 

 

木佐貫浩一 

9 月 9 日（月）は熊本地区メネット合同例会がジェーンズ

クラブ主催でホテルキャッスルで開催されました。みなみク

ラブからは中村ワイズ、桑原ワイズ、寺田ワイズ、銭神ワイ

ズと木佐貫が参加しました。計 73 名が集まりました。僕は

“体の中からアンチエイジング”という題で卓話をしました。

大変好評だったと自負しています(笑)。 

二次会にも参加してきました。 

追伸、桑原ワイズ、寺田ワイズと木佐貫は７日(土)のひがし

クラブ 10 周年記念例会から始まり、３日間連日でワイズ行

事に参加しました。少し疲れたような感じですが、達成感が

あります 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

熊本みなみ熊本みなみ熊本みなみ熊本みなみ YMCAYMCAYMCAYMCA 通信通信通信通信    

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子 

先日の清掃活動は大変お世話になりました。どしゃぶりだ

った雨も作業をしている間は小雨になり、サザンフェスタ前に

すっきりすることができました。サザンフェスタも皆様のご協

力のおかげで、無事終了することができました。総売上も昨

年を上回りました。 

また、10 月にはミャンマーに、内村ワイズとみなみ YMCA

のプール受付をしている清水さんと訪問予定です。みなさん

から頂いた募金をしっかり届けてきます。 

 

9 月 23 日(月)    会員スポーツ大会(ボーリング) 

9 月 25 日(水) 歌声広場わいわい 

10 月 6 日(日) ぶどうの木幼児園 運動会 

10 月 10 日(木)～16 日(水)  

ミャンマー、モガウン YMCA 訪問 

 

理事通信理事通信理事通信理事通信    

雑雑雑雑    感感感感    

サザンフェスタ報告サザンフェスタ報告サザンフェスタ報告サザンフェスタ報告    

 

志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう。  

Attend club meetings with a clear motive to make the 

most of them 

 8月２日から3日間に亘ってフィリピンのマニラで開催さ

れたアジア大会は成功裏に幕を  

閉じました。大会直前に勃発した台湾とフィリピンの紛

争による渡航自粛勧告を押して24名のメンバーが友情

の交歓に訪れてくれました。大会期間中には、元ICM

劉 清武(通称：ジミー)さんやアジアエリアのリーダーシ

ップトレーニング委員長を務めるシンガポールのエドワ

ードさんなどRDE(次期理事)トレーニングの時にお世話

になったワイズメンと親交を深めました。なかなか文字

で伝えにくいのですが、ホスピタリティがすごいのです。  

わたしもアジアの会員と関わったのは、2回目です。今

大会に参加された会員はよくご存じですが、わたしの

英語なんて鼻で笑えます。その私が、彼らを旧知の親

友のように感じるのです。これが同じワイズという醍醐

味でしょうか。  

さてユースコンボケーションで来ていた 12 名の西日本

区のユースと最終日に晩餐会をもちました。みんな興

奮冷めやらぬといった雰囲気でした。15 歳で参加した

熊本にしクラブの町田宗一郎ワイズのコメットや京都部

ユース組織 VOLATZ のメンバー、姫路‐Y3 や会員さん

が YMCA ユースリーダーといっしょに、海外ならではの

ハプニングにめげず、自分たちで考えて行動することを

通じ、大きな成長を遂げていました。ぜひ例会で、彼ら

の成長を確かめてみてください。そして事業の成果を

お感じになられたら、意を強くして来年の国際大会にさ

らに多くのユースを派遣できるようご尽力ください。2 年

後に京都でアジア大会が催されます。今回参加したユ

ースからは京都大会で積極的にユースコンボケーショ

ンの企画運営に関わりたいと申し出がありました。大き

なミッションに臆することなく、彼らといっしょに楽しみま

しょう。 まもなく部会がはじまります。部会の入口に理

事が募金箱をもって立ちます。東日本大震災被災地支

援の献金です。どうかご支援、ご協力をお願いします。 

西日本区理事 高瀬 稔彦 

 

木佐貫浩一 

9 月 8 日（日）サザンフェスタが開催されました。今年もカ

レー、焼き鳥、ホットサンド、ビール＆ノンアルコールビール

の販売をしました。 

カレー担当は桑原ワイズ、堀ワイズ、寺田ワイズ、内田ワイ

ズ、焼き鳥担当は後藤ワイズ、杉野ワイズ、内村ワイズ、

大村ワイズ、池澤ワイズ、ホットサンド担当は川口ワイズと

木佐貫でした(中村ワイズはバザー？担当で、あと大村ファ

ミリーも参加しました)。 

朝９時から仕込みを始め、販売は 12 時開始でした。今年は

売れ残りがでそうになりましたが、飲み物以外は割引をし

てどうにか完売しました。 

参加された方は本当にお疲れ様でした。今夜はゆっくりお

休み下さい。 

追伸、今年はあまり暑くなく汗かきの僕にとってはありがた

かったです。 

 

 

後藤慶次 

毎回新しい発見をしながら、ブリテン作りを楽しませてい

ただいています。左の花火の写真は、今 DBC 締結に向け

て話が進んでいる岩国の錦帯橋越しにみた花火だと思わ

れます。高瀬西日本区理事が今回の理事通信に添付され

ていた画像です。信じられないくらいに暑かった今年の夏も

いよいよ終わります。今年の秋はどんな秋にしようかな？ 


